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弦打校区人口（3月1日現在）
男 5,227人 女 5,337人 総数 10,564人 5,246世帯

つるうち.ネット https://www.tsuruuchi.net/

※祝日は休館

使用日の1週間前までに

令和５年度 弦打コミュニティセンター講座のご案内

♪歌謡フラダンス
《全１８回 ５月～３月》

内容 子育て真っ只中の方と、フラダンスに興味のある

方が、いずれも気兼ねなく出来るゆったりフラダンス

対象 ０歳～未就園児親子とフラダンスに興味のある
一般の方どなたでも

日時 ５月～３月の第２・４月曜日（８月・１０月・１月・２月

は第４月曜日のみ開催）
１０：３０～１２：００（５月８日開始）

場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室

講師 井 久美子さん（中四国ハワイアン協会インストラ
クター

費用 保険料として１８回で３００円（親子参加の場合は
５００円）が、申込時に必要※保険料に過不足

が出た場合は返還又は別途集金する場合が

あります。受講料無料

申込 ４／４（火）～４／２１（金）の土・日を除く９：００～
１７：００に直接来館して申し込んでください。

定員 ３０名程度

♪音楽で運動を！
《全９回５月～２月》

内容 なつかしの童謡・・歌謡曲等に合わせて歌い踊り
楽しく身体を動かします。筋トレやコグニサイズも
行います。

対象 地域の男女

日時 ５月～２月の第２火曜日（８月は休み）
１０：００～１１：３０（５月９日開始）

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）

費用 保険料として９回で３００円※保険料に過不足が
出た場合は返還又は別途集金する場合があり

ます。 受講料無料

申込 ４／４（火）～４／２１（金）の土・日を除く９：００～
１７：００に直接来館して申し込んでください。

定員 先着２５名

♪幼児体操教室
《全８回５月～１月》

内容 幼児の体操（鉄棒・飛び箱・マット運動）

対象 弦打校区在住者又は弦打校区内の幼稚園・保育
所の年中（４歳児）・年長（５歳児）

日時 ５月～１月の第２金曜日（８月は休み）
１４：３０～１６：００（５月１２日開始）

場所 弦打コミュニティセンター２階大会議室

講師 笠井 敏恵さん、井口 英理さん
（高松市コミュニティスポーツ指導者会）

費用 保険料として８回で１００円、受講料無料

※保険料に過不足が出た場合は返還又は別途
集金する場合があります。

《お願い》保険料は、５月１２日（金）の教室開始時に
集金いたします。その他日でのお支払いは
ご遠慮ください。

定員 先着２０名

♪子ども将棋教室
《全１４回５月～１２月》

内容 将棋の駒の動かし方を学び対局します。

対象 原則小・中・高校生

日時 ５月～１２月の第２・４土曜日
（９月は第２・５土曜日、１０月は第２土曜日のみ
１１月は第４土曜日のみ開催）

場所 弦打コミュニティセンター和室
９：３０～１１：３０（５月１３日開始）

講師 弦打囲碁将棋同好会の皆さん

費用 無料 定員 先着２０名

幼児体操教室、子ども将棋教室のみＬＩＮＥで
お申込みいただくことが出来ます。

「弦打コミュニティセンター講座」 ＬＩＮＥ＠ＱＲコード→
（ ＩＤ：＠368ｑｖｌge ）

ＬＩＮＥでお申し込みの方は、右下のＱＲコードから友だち登録
をお願いします。また、弦打コミュニティセンターに直接来館し
て申し込んでいただくことも出来ます。

【受付時間は、いずれも土・日を除く９：００～１７：００】

申込

申込

http://www.tsuruuchi.net/
http://putiya.com/html/hobby/child_syougi01_05.html
http://putiya.com/html/hobby/child_syougi01_06.html


☆令和５年４月から
出張所の業務が変わります

窓口開庁時間
午前９時から午後５時まで

取扱いができる主な業務
①住民票、戸籍、印鑑登録、税関係の証明書
の交付

②国保・後期高齢・障害・こども医療等の支給
申請 など

取扱いができなくなる主な業務
①市税、保険料（国保・後期高齢・介護）の納付※
②戸籍、住民異動、印鑑登録の届出 など

※市税や保険料の納付は、お近くの金融機関窓口
やコンビニでの納付、また、便利な口座振替制度
をご利用ください。 弦打出張所

高松市より、市内のコミュニティセンターにおけるイベント・講座等の開催に当たっての基本的な考え方が示され、
マスク着用について新たな運用が始まりました。
感染対策の手洗い・消毒、換気などは引き続きお願いいたします。

【これまで】
屋外では原則不要、屋内では原則着用
↓
【令和５年３月１４日より】
コミュニティセンター内では、マスク着用は個人の判断が基本です。
（感染拡大時には、着用を求めることがあります。）
（職員については、窓口等、近距離での市民対応時は、マスクを着用いたします。）

☆マスクの着用について

◆車いす貸出事業のご案内

弦打地区社会福祉協議会では、校区内にお住ま

いの方に無料で車いすを貸し出ししています。

お出かけやお散歩に。また、急なケガや歩行が

不安定な時に、一定期間ご使用頂けます。

詳しくは、下記までお問合せください。

弦打地区社会福祉協議会

（弦打コミュニティセンター内）

高松市鶴市町３５６－３ 電話：０８７－８８２－０２８５

☆コミュニティセンターの駐車場について

弦打コミュニティセンターの駐車場については、保育施設・学校等が隣接しておりますが、共同の駐車場ではなく、
コミュニティセンター及び出張所の利用者等のための駐車場です。

【送迎で駐車場を利用される方へ】
●短時間に限っての利用としてください。
●長時間の駐車はできません。
●センター行事等で、駐車できないことがあります。
●原則、南から入って北へ抜けてください。
●徐行運転と、出口で敷地内から道に出る際の一時停止等、安全確認をしてください。

●園児・児童は急に飛び出したり走ったりします。小さな子には保護者の手つなぎや、小学生には飛び出しの危険性
を保護者が伝えるなど、安全確保にご協力ください。

なお、本駐車場を利用することで発生したトラブルについて、協議会は一切の責めを負わず、建物や設備等に損

害が発生した場合、費用等のご負担をお願いします。
弦打コミュニティセンター



4月29日（土）

10時～16時

4月30日（日）

10時～15時

つるうち婦人会 藤花茶会

菓匠芝山のおいしいオリジナル

藤薯蕷饅頭と緑茶で
岩田神社の藤を満喫してください

￥400
各日 100個限り

開催場所：岩田神社

◆健康チャレンジ２０２３

日時 ４月２１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 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 どなたでも参加できます。予約なしで直接お越
しください。

内容 脳と体を同時に使い、音楽に合わせて楽しく体
を動かす運動、のびのび元気体操

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。

音楽とコグニサイズで若返ろう

〈保健委員会〉

◆からだにやさしい料理教室

〈保健委員会〉

日時 ４月１９日（水）９：３０～１２：３０

場所 弦打コミュニティセンター調理室・和室

講師 弦打地区食生活改善推進員

対象 地域の男女

費用 材料費実費６００円を当日集金

持参物 ５００ｍｌ程度入る容器（タッパーなど）２個
（料理持ち帰り用）、エプロン、ハンドタオル、
三角巾等

申込 ４/１５（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
申込んでください。

☆狂犬病予防注射

日時 ４月９日（日）１０：５０～１１：３０

場所 弦打コミュニティセンター駐車場

『問合せ』高松市保健所 生活衛生課 動物愛護係

電話（８３９－２８６５） へ。

コロナも収束に向っています。そろそろ声を張り上げて

歌いませんか！

童謡・唱歌を中心に、時には手話を交えて歌っています。

日時 第１・３木曜日 １０：００～１１：３０

場所 弦打コミュニティセンター

２階小会議室

コーラスめだかの学校同好会会員募集!!

ヨーガ同好会会員募集!!

１日の終わりに、お仕事帰りに、ヨーガで体も心

もスッキリできます。健康増進もできます。

只今新規会員募集中です。ぜひ、ご参加くださ

い。

日時 第１～３火曜日 １９：００～２０：３０

場所 弦打コミュニティセンター

２階大会議室

お問合せ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
◆社会福祉協
議会理事会
■スポーツ部会

4
■広報部会

5 6
☆弦打保育所
入所式

7 8

9 ☆香川県議
会議員選挙投
票日
☆狂犬病予防
注射（10：50～
11:30）

10 11
☆勝賀中学校
入学式

12
☆弦打小学校
入学式
☆弦打幼稚園
入園式

13
◆障がい者の
会

14 15

16 17
■防災部会
■生涯学習部会

18
■保健福祉部会

19 
■環境美化部会
◆からだにやさし
い料理教室（食
改）

20
■◆校区内夜
間巡視（19：00
～）

21
◆健康チャ
レンジ２０２３

22

23 ☆高松市
長・高松市
議会議員
選挙投
票日

24
■コミ協役員会

25
◆学校開放運営
委員会

26 27 28 29
休館日
（昭和の日）

予定は3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。

4日（火）
♪講座受付開始
（歌謡フラ、音楽で運動、幼児体操、子ども将棋）～4/21(金）

30

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。
尚、繁忙期につきましてはお受けできない場合もございますので、ご了承ください。

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

荒川たたみ店 ０８７－８８２－１９２３

畳表替え （格安品） ５，９９５円（一帖）

畳表替え （一般品） ９，６８０円（一帖）

畳新調 （格安品） １２，５９５円（一帖）

畳新調 （一般品） １６，２８０円（一帖）

一般住宅用たたみ価格例（他の価格帯も取り揃えております）

ふすま・障子も
やってます

家具移動
手伝います

高松市鶴市町２０２７－１６ 営業時間 ８時 ～ １８時 お見積り無料！！

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。

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・布缶・びん・ペットボトル☆ごみ収集マーク

飯田町 産業道路沿いの「コインランドリーしゃぼん」をご愛顧いただき
ありがとうございます。多肉好きの店主が、多肉シーズン真っ盛りに、多
肉好きさん、手作り雑貨好きさんに集まってもらい、１日ミニフリーマー
ケットを行います。ぜひ、遊びに来てください。
（４月８日１０：００～１６：００）

高松市飯田町１３－１ ☎０８７－８８２－８５４２

営業時間ＡＭ６：００ ～ ＰＭ１０：００


