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  竹を使って、スマートフォン・タブレットスピーカーを作る方法 
を教えます。竹製のものは材料の竹を持ち帰って各自で製作 
していただき、当日は紙製のスピーカーを作ります♪♪  
日時   ７月２９日（金）９：３０～１２：００ 
場所   弦打コミュニティセンター２階大会議室 
対象   小学１年生～６年生とその保護者 
     （４年生以上は子どものみの参加も可）  
講師   植本 多寿美さん（エンジニア） 
       川崎 正視さん（コミ協生涯学習スポーツ部会）  
費用   子ども１人につき、２００円程度 
申込   ７／２２（金）まで 
定員   親子２０組４０人程度 

 ③『子どもポスター教室』 
 
 

 

 
  
  

 日時  ８月９日（火）１３：３０～１６：３０ 
 
 場所  弦打コミュニティセンター２階小会議室 
 
 対象  小学１年生～中学３年生(但し、小学校３年 
     生以下のお子様が参加される 場合は、 
           必ず保護者同伴でお願いします。） 
 
 講師  三好 里美さん（ちびっこアーティスト） 
 
 費用  １人１００円程度 
 
 申込  ７/２９（金）まで 
  
 定員  先着３０人 

 

  

内容  事前に、夏休みの課題に基づいた 
      ラフスケッチを描いてきてもらい、 
      講師のアドバイスを受けながら下絵 
     から色塗りまでを行いポスターを仕上 
     げます。 

 ♪コミセン夏休み子ども講座♪ 

弦
打 

  ①～③の受付は７月１日（金）より 

開始します。①と③については、平日の 

９時～１７時にコミュニティセンターに電話 
（８８２－０２８５又は０８０ー９８３６ー２７２１）

又は直接来館してお申込みください。②に 

ついては、直接来館してお申込みください。 

    費用は各講座の当日に集金します。 

   申込後にやむを得ずキャンセルされる場
合は、前日までに連絡してください。  

  連絡なしに欠席された場合は、後日 

材料費などの実費をいただきます。 

    暑い時期ですので各自でお飲み物を 

ご用意ください。 

①『スマートフォン・タブレット 
  スピーカーを作ろう！』 

②『子ども書道教室』 
 

内容  夏休みの書道の宿題を完成させます。 

日時    ８月５日（金）【午前の部】１０：００～１２：００ 

              【午後の部】１３：００～１５：００ 
             ※希望制ですが、添えない場合もあります。 
 
場所  弦打コミュニティセンター２階小会議室 
 
対象  小学１年生～中学３年生(但し、小学校３年生以下のお子様 
     が参加される 場合は、必ず保護者同伴でお願いします。） 
講師  奥田 知栄美さん（一榮書道会） 
 
費用  １人１００円程度 
 
申込  ７/２９（金）まで 
 
定員  先着６０人 
  
  
  ☆ 講師より☆ 

  受講される皆さまには、お名前入りのお手本を用意します 

  ので、コミセン窓口設置の申込書に学校名（幼稚園名・ 

  保育所名）、学年、組、名前を正確にご記入ください。 

   
  
 

♪紙製スピーカー（見本） 
♪竹製スピーカー（見本） 

・カッターナイフ   ・鉛筆   ・紙の芯 

・ハサミ         ・紙コップ（フラコップ可） 

持ってくるもの 

トイレットペーパー、 

ラップの芯など。 

サイズは自由です。 

又、紙（プラ）コップも 

サイズは自由です。 

持ってくるもの 

持ってくるもの 

習字道具全般 

 （筆、すずり、墨汁、半紙ほか） 

 ・絵の具セット 

  （絵の具、絵筆、パレット、ほか）  
 ・ラフスケッチを描いた画用紙 

 ・ラフスケッチを描いた時の原画 

  （コピー可） 

http://www.tsuruuchi.net/


 ♪７月のコミセン講座 

 今年の夏は自分でゆかたを着てみませんか？ 

 着たい時に自在に着られる喜びをぜひ、この 

機会に体感してください♪ 
 

日時  ７月６日（水）１０：００～１２：００ 

場所  弦打コミュニティセンター和室 

対象  どなたでも 

講師  加藤 香里さん 
     （装道礼法きもの学院）  
費用  無料 

申込  ７／４（月）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又は 
     ０８０ー９８３６ー２７２１）でお申込み 

     ください。  

定員  先着４０人 

 

 

♪ゆかた着付け講習会 

  ◆健康チャレンジ２０１６ 

日時  ７月２０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   小野川秀佳さん（健康運動実践指導者）   

     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、のびのび元気 

     体操、脳と体を活性化させる手遊びなど   

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。                         

  ◆親子料理教室 

 内容  講話と調理実習    
 日時  ７月３０日（土）１０：００～１２：００  
 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  市内在住の小学生とその保護者  
 費用   １人２５０円  
 申込   ７/２６（火）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。  
 定員  親子１０組２０人程度  
 備考    エプロン、三角巾、ハンカチ、筆記用具を 
       お持ちください。 

〈保健委員会〉 

・ごはん 

・餃子とたっぷり野菜のスープ 

・マーマレードドレッシングのパリパリサラダ 

・かぼちゃ白玉のフルーツポンチ 

メニュー 

〈コミセン講座〉 

『持ってくるもの』 
・浴衣    ・腰ひも２本     ・伊達締め 

・半幅帯   ・きものベルト  ・タオル２～３枚      

  ♪普通救命（ＡＥＤ）講習 

〈コミセン講座〉 

 心肺蘇生法及びＡＥＤの取扱方法(異物除去

等）を学習します。３時間の講習を受けると終了

証が発行されますので、是非ご参加ください。 
 

日時  ７月２７日（水）９：００～１２：００ 

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 

講師  高松市消防局     費用  無料  
申込  ７／２０（水）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又は 
     ０８０ー９８３６ー２７２１）でお申込み 

     ください。 

     ※申込時には、氏名、住所、生年月日、    

        連絡先電話番号、ｅ－ラーニング受講 

       の有無、普通救命講習修了証保有の 

       有無を必ずお申し出ください。  
               (保有の方は、修了証を当日持参してくだ 
        さい。） 
 
定員   先着３０人 

〈保健委員会〉 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/01/69809e7f1d6e98ca7c602cad72f0562e.png
http://putiya.com/4tabemono_yasai3_2_07.html


図書室より 
～今年度配置の雑誌紹介～ 

新刊は、必ず図書室 

内でお読みください。 

・ 『月刊Ｎｅｗsがわかる』  （月刊） 

・ 『すてきにハンドメイド』  （月刊） 

・ 『サンキュ！』  （月刊） 

・ 『おかずのクッキング  』 （奇数月のみ刊行） 

・ 『暮しの手帖』  （奇数月のみ刊行） 

☆弦打保育所が出前保育を実施します☆ 

  弦打保育所の保育士が、在宅の子どもさんの子育 
て支援として出前保育を行います。 
    保育士と一緒に親子で遊んだり、お母さん方と子育 
ての情報交換をしたりしていきたいと思っています。 
 
日時 ７月２０日（水）１０：００～１１：００ 
場所 弦打コミュニティセンター和室 
対象 地域の未就園児（0歳～）と保護者 
費用 無料 
 
☆事前の申し込みはいりません。開催日に 

   直接コミュニティセンターに遊びに来てくださいね♪ 

〈 お問い合わせは〉 

 高松市立弦打保育所 電話（８８１－２５５２）へ。  

☆にこにこ広場に遊びにおいで 

  ７月のにこにこ広場は７月１３日（水）１０：００～１１：３０ 

です。 ４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、雨の時には遊戯室で遊びます。（詳細はお問い 

合わせください。） 

                   

  〈お問い合わせは〉   

   高松市立弦打幼稚園 電話（８８１－３５６３）へ。 

☆乳児相談 

身体計測、育児相談等を行います。 

日時 ７月２８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） 

☆栄養士による離乳食相談があります。 

☆子育てセミナー（４回コース） 

第３回  ことばの発達について 

日時 ７月１９日(火) １０：００～１１：００ 

講師 こだま学園 言語聴覚士 高橋 伴子先生  

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） 

要予約 

お問い合わせは、勝賀 
保健ステーションへ 

☆いきいき☆健康寿命アップ教室（３回コース） 

第３回  ・「肺炎予防について」  

       講師  きゅうか内科クリニック  久加 晴茂先生 

              ・「歯の手入れについて」  

       講師  歯科衛生士  片山 奈緒美さん 

日時 ７月１４日(木) １４：００～１５：３０  

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） 

☆結核・肺がん集団検診 

日時  ７月１２日(火)  

【午前】９：３０～１２：００ 【午後】１３：３０～１５：００   

場所  弦打コミュニティセンター  

内容  胸部エックス線間接撮影 

次の項目に該当する方は、この集団検診は受診できません。 

  ●たんに血が混じったことがある方（６ヶ月以内） 

              ⇒医療機関への受診をお願いいたします。 

  ●妊娠中及び妊娠の疑いのある方 

※予約は不要です。対象者の方には受診券を６月末に 

    お送りしています。「結核・肺がん集団検診受診券」の 

    裏面の質問票を記入し、当日会場にご持参ください。 

 

つるピーと踊りませんか 
 弦打校区コミュニティ協議会では、高松まつりの総おどりに 

「弦打校区コミュニティ協議会  つるピー連」として参加する 

ことを決定いたしました。 

 そこで、「つるピー」といっしょに踊る参加者を募集いたしま 

す。弦打地区の方であれば、子どもも大人も大歓迎です！ 

かわいらしい「つるピー」もみなさんといっしょに踊りに参加 

しますので、是非「つるピー」に会いに来てください。 
 
【練習】 
 日時   ７月２７日（水）、８月３日（水）、８月１２日（金） 
       １９：００～２１：００のうち、２回程度の参加で可  
 場所   弦打コミュニティセンター ２階大会議室 
  
【本番】 
 日時     ８月１４日（日）１８：００～   
 場所     中央通り・高松市立中央公園（現地集合・現地解散）   
 参加費 無料（本番には、つるピーＴシャツかコミュニティ 
           Ｔシャツの着用をお願いします。） 

 申込、Ｔシャツ注文 ７月１日（金）～７月７日（木）（土日を除く 
              ９：００～１７：００）に弦打コミュニティセン 
              ター事務室（電話８８２－０２８５）にて 
              申込用紙に記入の上料金を添えてお申 
              込みください。 
 
 

 

  

〈お問い合わせは〉  勝賀保健ステーション電話（８８２－７９７１）へ。 

Ｔシャツ代金（１枚） 

・レンタル  ２００円 
・販売  １，５００円 



日 月 火 水 木 金 土 

 
 

 
 

1 
 

 

2 
♪子どもフラ 
ダンス 

3 4 
◆体育協会 
定例会 
（19：00～） 

5 ■シートベルト着
用・自転車の安全利
用啓発街頭大キャン
ペーン 
◆障がい者の会 
♪ベビーマッサージ 

6 
♪ゆかた着付け 
講習会 
 

7 8 
♪元気いきいき 
 

9 
♪子ども将棋 
教室 
♪子どもフラ 
ダンス 

10 
☆参議院議員
通常選挙投票
日 

11 
■防災訓練 

本部会 

 

12 
☆結核・肺がん検診 
 

13 
■ゆめづくりの会 

14 
 

15 
◆社会福祉協議
会理事会 
（19：00～） 

16 

17 18 
休館日 
（海の日） 

 

19 
■総務広報部会 
■生涯学習スポーツ
部会 
■保健福祉部会 
☆子育てセミナー 
（勝賀） 

20 
◆健康チャレンジ 
２０１６ 
◆自治会長会 
■◆校区内夜間巡
視（19：30～） 
■環境衛生部会 

21 
■防災訓練
全体会 

22 23 ♪子ども
将棋教室 
♪子どもフラ 
ダンス 
◆民生委員児
童委員定例会 
（9：00～）       

24 
 
 

25 
■コミュニ
ティ協議会 
役員会 
 
 

26 
■青少年育成部会 
♪親子チャレンジ 
 

27  ♪普通救命 
講習会（コミセン講座） 

■高松まつり総おど
りつるピー連練習
（１９：００～コミセン） 
♪小学校家庭教育学級 

28 
☆乳児相談 
（勝賀） 

 

29 
♪夏休み工作教
室 

 

30 
◆親子料理 
教室 

予定は6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。 

■シートベルト着用・自転車の安全利用啓発街頭大キャンペーン実施のお知らせ 

７月５日（火）午前７：３０～ ８：００、産業道路木太鬼無 交差点付近にて実施します。 当日参加

をしていただける方は、午前７：２０までにコミュニティセンター、又は直接現地に集合して下さい。 

◆弦打 
消防団 
普通救命 
講習 
 

31 

９：００～ 

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 

 

ネクストの提供する「葬祭セミナー」では、葬儀についての知識をもっていただく事を目的としています。 
葬儀についての勉強とお考えいただき一度ご参加いただければ幸いです。 

※ネクスト飯田にて実施いたします。詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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。 
 


