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♪夏休み宿題応援講座
② 『子ども書道教室』

～夏休みの書道の宿題を完成させます。～

日時 【小学１年～小学３年】 ８月２日（月）

【小学４年～中学３年】 ８月５日（木）

●両日とも１０：００～１１：３０

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
※保護者の同伴不要。送迎のみお願いします。

講師 片桐 和恵さん（書道・硬筆講師）

費用 １人１００円

定員 各日先着１０人

持参物 書道道具一式（筆、すずり、墨汁、半紙ほか）、

筆記用具

受講日当日までに字句題材（書くテー
マ）を必ず決めておいてください。

③『子どもポスター教室』

日時 ８月３日（火）１０：００～１２：００

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(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

定員 先着１０人

持参物 絵具セット、事前にラフスケッチを描いた画用
紙とそれを描いた時の原画（コピー可）

～夏休みの宿題のポスターを作製します！～
※事前にラフスケッチを描いてきてください。

必要な方は、色鉛筆
やクレヨン等をご持参
ください。

～廃ペットボトルで風車を作ろう！！～

日時 ７月２９日（木）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～中学３年生(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 植本 多寿美さん（エンジニア）

川崎 正視さん（コミ協生涯学習部会部会長）

費用 １人２００円（材料費及び保険料）

定員 定員は設けませんが、「密」になるほどのお申し
込みがあった場合は、募集を終了します。

持参物 使用済の全く同じペットボトル２本（大きさ・形状
は自由。よく洗って乾かしたもの。異なるペット
ボトルを２本使用して風車を製作すると、回転
しないものが出来てしまいます。）、工作はさみ、
(使用する人のみ）油性スプレーやアクリル絵の具

《見本》

受付は７月５日（月）より開始し、定員になり次第終了。土日祝
を除く月~金曜日の９時３０分～１７時（公平を期すため、この時
間のみ）に直接来館し、参加費を添えてお申し込みください。（電
話でのお申し込みは不可。空き状況のみお伝えできます。）

申込みについて

お願い

・講師（主催者側）が、材料を事前準備す
るため、お申込後の返金はできません。

・当日は、マスク着用、水筒持参でお越し

ください。

①『子ども工作教室』

日時 ７月１７日（土）９：３０～１２：３０

場所 弦打コミュニティセンター調理室

参加費 材料費１,０００円以内を当日集金

申込 ７/１３（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

♪６月１９日（土）に実施予定であった
男性料理教室が延期になりました。

定員：先着７名

出来上がった料理は
持ち帰っていただき
ます。（会食なし）

日時 ７月３１日（土）２０：００から１５分間

場所 弦打校区内某所（非公開）

主催 弦打校区コミュニティ協議会

つるうちキッズクラブ

オリジナル
「つるピー花火」
も上がります！

※三密を避けるため、場所を非公開で開催する花火大会です。

打ち上げ場所には集まらずに分散してご観覧ください。

見本の風車は、弦打
コミュニティセン
ター玄関に展示して
います。

http://www.tsuruuchi.net/


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。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5
■スポーツ部会

6
◆障がい者の会
■広報部会

7◆おやこDE
つるピー広場
◆社会福祉協議
会理事会

8 9◆ネットワー
ク会議
♪幼児体操教室

10
♪子ども将棋

11 12
♪歌謡フラダンス

13
♪ひいてみよ
う！キーボード

14 15 16
◆健康チャレ
ンジ２０２１

17
♪男性料理教
室

18 19
■防災部会
■生涯学習部会

20 ■保健福祉部
会
■◆校区内夜間巡
視（19：30～）

21
■環境美化
部会

22
休館日
（海の日）

23
休館日
（スポーツの日）

24
♪子ども将棋

25 26 
♪歌謡フラダンス
■コミュニティ協議
会役員会

27
■交通安全
防犯部会

28
◆おやこＤＥ
つるピー広場

29
♪夏休み工作
教室

30 31
◆つるうち夏の
まつり

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

☆健康チェックデー

日時 ７月１６日（金）９：３０～１２：００ の予約された時刻にお越し
ください。（ご自宅で検温後、マスク着用でお越しください。）

場所 弦打コミュニティセンター

講師 保健委員会（元気をひろげる人）、栄養士、保健師

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 ※今回は、のびのび健康体操はありません。

定員 ４０名まで

備考 予約制です。６月１日（火）から予約受付開始しています。

予約は弦打コミュニティセンター（ＴＥＬ８８２-０２８５又は

０８０ー９８３６ー２７２１）へ。 参加費無料

お問い合わせは勝賀保健ステーション（ＴＥＬ８８２-７９７１）

へ。 ※いずれも土日祝を除く９：００～１７：００の受付けと

なります。 新型コロナウイルス感染症の影響により、

行事内容が変更となる場合があります。

☆胃がん集団検診の予約が便利になります！

※詳しくはがん検診受診券等に同封している
チラシをご覧ください。

電話予約の混雑を解消するため、インターネット予約
を開始しました。

予定は6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。
※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

☆新型コロナワクチン詐欺に
ご注意！！

ワクチン接種は無料です！

行政機関等をかたった、なりすましにご注意ください。

電話・メールで個人情報を求めることはありません！

☆カレンダーにごみ収集マークを追加しました！

缶・びん・
ペットボトル

燃やせるごみ

破砕ごみ／有害ごみ プラスチック容器包装 紙・布

◆健康チャレンジ２０２１ 〈保健委員会〉

いつもとちがう「健康チェックデーの計測」です

６月２５日から年間の検診予約を

開始。先々の検診も事前に予約が可能です。

７・８月分の検診は７月１日から予約を開始。

９月以降の検診は前月１日から予約開始。

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。

「新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン」

【電話】０１２０－７９７－１８８

インターネット予約

電話予約

なくな いやや


