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■田植えが終わったなか
弦打のため池を訪ねる

日時 ６月２６日（土）９：３０～正午頃 小雨決行
（９：１５受付開始）当日雨天中止の場合は、
６月２７日（日）の同時刻に延期

集合場所 弦打コミュニティセンター 駐車場

対象 小学生以上の地区住民、その他一般市民
※６歳児未満（保育所児・幼稚園児）でも保護者

同伴の場合は、参加できます。
ハイキングができる服装で、飲み物、雨具など
は各自で持参してください。

費用 無料（傷害保険は主催者が負担しますが、保険
の範囲内の補償となります。)

申込 ６/１（火）～６/２５（金）（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）
で申込んでください。

弦打には、昔からのかんがい用の
ため池があります。そのうちの高月池と
友常池、そしてその周辺を訪ねます。

☆詳細は『弦打コミュニティセンター便り』とともに配布
する案内申込書をご確認ください。

☆参加をされる方は、日頃の体調管理に十分お気を
つけください。

〈コミ協生涯学習部会〉

事前申込が必要です。

新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用又は
咳エチケットを遵守し、発熱や風邪の症状がある方は
参加しないでください。

ふるさと学習探検隊

定員：先着１５名

６月に開催予定の高松市水道資料館（旧御殿水

源地）夕ぐれコンサートは新型コロナウイルス感

染症対策のため今年も中止となりました。

☆水道資料館夕ぐれコンサート
中止のお知らせ

掲載されている行事等が、新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合があります。お申し込み
の際はこの旨ご了承くださいますようお願い申しあげます。

お願い

〈保健委員会〉

日時 ６月１８日（金） ９：４５～１１：００
（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）

歯科衛生士 参加費無料

内容 のびのび元気体操、講話「お口の健康」

対象 弦打地区にお住まいの方は、どなたでも参加
できますが、人数に制限がありますので、
必ず事前申込をしてください。
参加ご希望の方は、 ６/１６（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）で申込んでくだ さい。

お願い 参加される方は、検温してから来場してくだ
さい。
マスク着用で、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。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる
場合があります。

◆健康チャレンジ２０２１

６月は、お口の健康を学びましょう！

〈コミセン講座〉

日時 ６月１９日（土）９：３０～１２：３０

場所 弦打コミュニティセンター調理室

講師 友澤 敏雄さん（魚料理の先生）

弦打地区食生活改善推進員

対象 料理初心者の男性

費用 食材費１，０００円以内（当日集金） ※材料(魚）の

相場で変動がある為、食材費は当日確定します。

申込 ６/１５（火）までに弦打コミュニティセンター

（土日を除く９：００～１７：００）へ直接又は電話

（８８２-０２８５又は０８０ー９８３６ー２７２１ ）で

申込んでください。

持参物 エプロン・ハンドタオル・三角巾

定員：先着９名

♪男性料理教室

出来上がった料理
は、お弁当にして
持ち帰っていただ
きます。

http://www.tsuruuchi.net/


日 月 火 水 木 金 土

1
◆障がい者の
会
■広報部会

2
◆社会福祉協議
会理事会

3 4 5
◆婦人会総会

6 7
■スポーツ部会

8
♪ひいてみよ
う！キーボード

9 ◆おやこＤＥ
つるピー広場
◆からだにやさし
い料理教室

10 11
♪幼児体操教室

12 
♪子ども将棋

13 14
♪歌謡フラダンス
■コミュニティ協
議会役員会

15
■保健福祉部
会

16 ◆からだにや
さしい料理教室
■環境美化部会

17 18
◆健康チャレンジ
２０２１

19
♪男性料理教室
■◆校区内夜間
巡視（19：30～）

20 21
■防災部会
■生涯学習部会

22
■青少年育成
部会
■交通安全防
犯部会

23 
◆おやこＤＥ
つるピー広場
◆社会福祉協議
会総会

24 25
♪幼児体操教室
◆青少年健全育
成連絡協議会
総会

26 ■ふるさと学習
探検隊
♪子ども将棋
◆民生児童委員定
例会

27
■ふるさと
学習探検隊
予備日

28
♪歌謡フラダンス
■コミュニティ
協議会総会

29 30

予定は5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。
新型コロナウイルス感染症対策のため、掲載されている行事が
中止になる場合があります。
■コミュニティ協議会 ◆各種団体 ☆情報 ♪講座

弦打校区コミュニティ協議会 まちづくり 協賛広告

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。

平成27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こと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

2020年度、弦打校区婦人会連合会は、日赤社費や歳末助け合い

の募金活動に取り組みました。また、献血ルームと日赤病院へのボラ

ンティア活動や岩田神社藤まつり茶会は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため実施できませんでした。募金活動にご協力いただきまし

た自治会等の皆様には感謝申し上げますとともに、まだご協力をいた

だいていない自治会の皆様には今後一層のご協力をお願い申し上げ

ます。

また、日赤等からの交付金は、弦打校区自主防災会連絡会3万円、

弦打地区社会福祉協議会2万円、弦打校区コミュニティ協議会2万円、

それぞれの活動に役立てていただきました。

日赤奉仕団弦打分団への募金協力状況

（2020年度実績 ・ 単位：円）

☆健康チェックデー（健康チャレンジと合同開催）

日時 ７月１６日（金）９：３０～１２：００
場所 弦打コミュニティセンター
内容 骨密度測定、血管年齢測定、栄養士・保健師の個別相談など

※のびのび元気体操は、密集を避けるため、今回は
中止させていただきます。
※定員は先着４０名まで。密集を避けるため、３０分毎

に受付時間を分けて開催します。
※６月１日（火）から予約受付開始します。

予約は弦打コミュニティセンターへ。 お問い合わせ
は勝賀保健ステーション（TEL８８２－７９７１）まで。

自治会名等 日赤社費募金 歳末たすけあい

南定木自治会 25,000 18,000

 定木自治会 35,000

青木自治会 29,200 30,000

相作自治会 30,000

本村一班 6,000

中所自治会 15,000 15,600

明見自治会 30,000 30,000

郷東自治会 72,600

労住協第15ビル 10,000

ｱｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾄ郷東町 29,340

地区内事業所等・24件 110,000

合　　    　計 313,540 172,200

25日（金）
◆学校開放運営
委員会


